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1．実行委員長挨拶 

 

長かった梅雨がやっと明けた途端に猛烈な暑さとなり、マスクと共に過ごす今年の夏は  

例年以上に暑さが身にしみます。皆様いかがお過ごしでしょうか。この度は関西学連スプ

リント大会へご参加いただき、誠にありがとうございます。  

さて、本大会は海を臨み花と緑あふれる淡路島国営明石海峡公園にて開催の運びとなり  

ました。このような状況下においてスプリントセレクションとしては開催不可能となって  

しまいましたが、数少ないオリエンテーリングの機会を存分に楽しんで頂ければ幸いです。 

新人の皆様にも自然あふれる変化に富んだ公園でのナビゲーションを楽しんで頂けるこ  

とでしょう。いずれのクラスに参加の皆様にも実り多き大会となりますよう、運営者一同、 

精一杯準備してお待ちしております。暑さと感染症対策はまだまだ続くと思われますが、 

熱中症や夏風邪にも気をつけて万全の体調で当日をお迎え下さい。  

最後になりましたが、本大会の開催にあたってご協力いただきました地元の皆様、いろ  

いろな形で御支援をいただいた各方面の団体の皆様に厚く御礼申し上げます。  

 

実行委員長 塚越真悠子 

 

 

淡路夢舞台エリアについて 

 

本大会では、国営明石海峡公園に加え、淡路夢舞台も含めた範囲でのコースを提供すべ  

く、準備を進めてまいりました。当初は淡路夢舞台エリアについても利用できる見込みで

渉外を進めておりましたが、先日改めて確認をしたところ、当該エリアが使用できないこ

とが判明しました。そのため、本大会では主に国営明石海峡公園の園内を利用したコース

となります。 

淡路夢舞台エリアでのオリエンテーリングを楽しみにしてくださった方には大変申し

訳ございませんが、ご理解のほどよろしくお願いいたします。  

 

 

 

 

 

 



2.新型コロナウイルス対策について 

◎ 全般  

本大会は、日本オリエンテーリング協会（JOA）が 7 月 20 日に発表した、「オリエンテーリン

グ大会、練習会開催時における新型コロナウイルス感染防止のためのガイドライン」に基づい

て開催します。参加者の皆様も必ずご一読ください。  

http://www.orienteering.or.jp/archives/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%

82%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%81%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3

%81%91%e3%82%8b/  

 

◎ 参加自粛  

以下のいずれかに該当する場合は、参加を自粛してください。  

・体調がよくない（発熱・咳・咽頭痛などの症状がある）  

・同居家族や身近な友人に感染が疑われる方がいる  

・過去 14 日以内に政府から入国制限、入国後の観察期間を必要とされている国、地域等への

渡航又は当該在住者との濃厚接触がある  

参加を自粛された場合は、事前申し込みをされた場合でも参加費はいただきません。  

 

◎ COCOA 

大会当日までに、新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)のインストールをお願いします。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html  

 

◎兵庫コロナ追跡システム  

大会当日、公園の利用にあたり、兵庫県新型コロナ追跡システムの登録に

ご協力ください。下記 URL から登録をお願い致します。QR コードは当日

受付にも掲示いたします。https://bit.ly/353deFp  

 

◎ 当日問診票  

大会当日、左記の問診票への回答をお願いします。（https://forms.gle/qwaaSA8uSL7VhqpQ8） 

受付で問診票への回答を確認いたしますので、記入を終えてからご来場ください。  

また、回答いただいた内容は、申し込み時の記入情報とあわせて大会終了後 1 ヶ月間保存いた

しますのでご了承ください。  

 

 

http://www.orienteering.or.jp/archives/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%81%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b/
http://www.orienteering.or.jp/archives/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%81%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b/
http://www.orienteering.or.jp/archives/%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%83%86%e3%83%bc%e3%83%aa%e3%83%b3%e3%82%b0%e5%a4%a7%e4%bc%9a%e3%80%81%e7%b7%b4%e7%bf%92%e4%bc%9a%e9%96%8b%e5%82%ac%e6%99%82%e3%81%ab%e3%81%8a%e3%81%91%e3%82%8b/
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/cocoa_00138.html
https://bit.ly/353deFp
https://forms.gle/qwaaSA8uSL7VhqpQ8


◎ 大会後に発症した場合  

ご自身あるいは大会にしていた知人が発症した場合には、以下アドレスまでご連絡ください。 

2020kansaisprint□googlegroups.com （□→＠）  

特にその方との濃厚接触者がいたかどうかについても情報提供するようにお願いします。  

 

 

3．交通案内 

3.1 公共交通機関でお越しの方  

新神戸・三ノ宮よりバスで約 60 分 ／高速舞子バス停より約 15 分  

「淡路夢舞台前」下車後徒歩15分  

※バス時刻表（http://www.honshi-bus.co.jp/image/dl/time%20oiso20190415.pdf）  

下車後は下図の経路を辿って会場までお越しください。  

 

 

「淡路口ゲート」以外からは  

公園に入らないようお願いします。  

 

 

 

 

 

 

3.2 自家用車でお越しの方 

神戸淡路鳴門自動車道「淡路 I.C.」から国道28号を南へ５分  「淡路口駐車場」  

 

※駐車料金は\500/台  

車を利用される場合、乗車定員の半分くらいの人数  

での利用をお勧めします。  

また、車内換気を励行してください。  

 

 

 

 

http://www.honshi-bus.co.jp/image/dl/time%20oiso20190415.pdf


4．会場について 

 

淡路島国営明石海峡公園 芝生広場 https://goo.gl/maps/JPetT3wQvq313Awy7 

※明石海峡公園には必ず、「淡路口ゲート」から入園して下さい。  

※入場の際には、淡路口ゲートにて係員に参加証をお見せください。  

参加証は、プログラムの末尾に掲載しております。  

密集回避のため、変則的な会場レイアウトとなっております。ご理解、ご協力の程よろしくお

願いいたします。また、当日の状況により設営箇所が移動する場合があります。  

予めご了承ください。①,②での取り扱いについては以下をご参照ください。  

https://goo.gl/maps/JPetT3wQvq313Awy7


5．当日の流れ 

10:30～    開場 

 

10:30～11:30 受付 

・プログラム冒頭の記載のとおり、受付で問診票への回答を確認いたします。  

問診票へ回答してから受付にお越しください。  

・事前申し込みの方は、配布物の封筒を各自でお取りください。封筒には SI カード

（レンタルの方のみ）が入っています。  

・OMs、OWs クラスは当日申し込みを受け付けます。参加費は一般 3,300 円、学生 

2,800 円、新人 2,300 円です。Extra クラスについては 7 章で説明します。  

※SI カードは数に限りがあります。  

※運営の都合上、当日申し込みを希望される場合は、可能な限り事前に以下のフォ  

ームから記入をお願いします。  

当日申し込みフォーム（https://forms.gle/JXnJcULCDJ2aRDuZA） 

当日申し込み QR 

 

 

 

・当日申し込みの方には、SI カードをお渡しします。  

・SI カードを紛失した場合、補償金として１万円いただきます。  

・本部にてコンパスの貸し出しを行います。貸し出しの際、保証金として 3000 円を 

お預かりします。保証金はコンパスの返却と引き換えにお返しします。コンパスの  

数には限りがあります。なお、各クラブで備品を貸し借りする場合は、消毒を行う  

等、感染症対策に細心の注意を払ってください。  

 

12:00～    一般クラス トップスタート  

     ～14:00 併設クラス フィニッシュ閉鎖  

・スタート閉鎖は 13:30 です。 

・フィニッシュ閉鎖は 14:00 です。競技途中、または競技を棄権する場合であっても、 

必ずこの時間までにフィニッシュを通過するようにしてください。  

・競技中の誘導は全て赤白テープで行います。  

・競技中はマスクを携行する必要はありません。ただし、スタート前及びフィニッシ  

ュ後のマスクを着用していない状態での会話はなるべくお控えください。  

https://forms.gle/JXnJcULCDJ2aRDuZA


13:30～ 速報・地図販売 

・スタート閉鎖後、Lap Center でオンライン速報を行います。  

・販売地図の配布は本部で 13:30 より開始します。  

・地図の当日販売も 13:30 より受け付けます。全コントロール図（500 円）、各コース図 

（400 円）です。白図の販売は行いません。  

・当日販売では地図に限りがあります。無くなり次第終了となります。  

・地図代金は後日、参加費と一緒にお振込みいただきます。  

 

14:00 頃 表彰式 

・Ms、Ws、OMs の上位 3 名 

Ms 新人上位２名  

OWs 上位１名       以上のクラスを表彰します。  

 

14:00～15:00 Extra クラス スタート  

     ～15:30 Extra クラス フィニッシュ閉鎖  

～16:00 会場閉鎖 

 

 

6．競技情報 

6.1.競技形式 

ポイントオリエンテーリング・スプリント競技  

関西学生オリエンテーリング連盟スプリントセレ実施基準準拠  

SPORTIdent 社の電子パンチングシステム（SI）を使用  

 

 

6.2.地図情報 

使用地図 「淡路島国営明石海峡公園＋夢舞台」  

2017 年度兵庫県オリエンテーリング協会作成、2020 年度本大会実行委員会一部修正  

ISSprOM2019 準拠、縮尺 1:4000、等高線間隔 2m、走行可能度 4 段階表示 

コントロール位置説明 ISCD2018 準拠 

 

 

 



記号凡例 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.テレインプロフィール 

付近は関西空港建設にも使われた土砂採取跡地であったが、自然を回復し、国際的でリ

ゾート感あふれる海辺の園遊空間の創設を目的に整備され、2000 年の淡路花博に合わ

せ淡路夢舞台、2002 年に国営明石海峡公園が開園した。道路や柵によって特徴の異な

る複数のエリアに分割され、変化に富んでいる。大部分は見通しの良い芝生で占められ

ており高速走行が可能だが、各所に点在する花壇や複雑な人口空間によって瞬時のルー

ト選択やスピード調整が求められる。  

(パーク O ツアーin 関西 2017・兵庫大会より一部抜粋) 

 

 

6.4.コースプロフィール 

テレインの特性上、ナビゲーションが重要であり、豊富なルートチョイスを含んだ難易  

度が高いコースとなっている。競技者は度重なるプレッシャーに悩まされるだろうが、 

十分慎重に、時には大胆な地図読みをしてほしい。  

 

 

6.5. クラス別コース情報 

クラス 距離（km） 登距離（m） 優勝設定（min） 

Ms/OMs 2.7 50 14 

Ws/OWs 1.9 30 14 

Extra 1.6 50 10 

・距離は実走距離を表しています。  

・全クラス競技時間は 30 分です。競技時間を超えた場合は失格となりますのでご注意ください。  

・コース途中に救護所、給水所は設けません。本部に救急箱を設置します。  



6.6.スタート 

6.6.1.スタート地区  

・競技開始時刻は 12:00 です。 

・スタート閉鎖時刻は 13:30 です。これより遅くなるとスタートできません。  

・会場からスタート地区までは徒歩 2 分、４章の会場案内図及び、会場内看板を  

参照ください。  

・ＳＩカードをお持ちでない方、ナンバーカードをつけていない方は出走できません。  

 

 

6.6.2.ナンバーカードについて  

・全競技者はナンバーカードを胸の位置に見やすくつけてください。  

・ナンバーカードおよび安全ピンは各自でご用意ください。 

・当日申し込みの方は、ナンバーカード用の紙をご持参ください。番号は受付にてお伝  

えします。 

 

記入例）ナンバーカードにはスタートリストに  

記載されたご自身の番号を書いてください。  

 

 

 

6.6.3.スタート方法  

・スタート枠に入る前に SI カードのクリアとチェックを行い、動作するかを確認して  

ください。動作しない場合は係員へお申し付けください。  

・スタート時刻の 3 分前になりましたら、枠の前に設置しています消毒液で手の消毒  

を行ってから枠にお入りください。  

・2 分前になりましたら、1 つ前の枠にお進みください。2 分前枠でコントロール位置  

説明表を配布いたします。大きさは 15cm×6cm を超えません。  

・1 分前になりましたら、１つ前の枠にお進みください。そこで係員の指示に従って  

ください。 

・スタートの合図と同時に、地図を取ってスタートしてください。  

・スタート地区からスタートフラッグまでは赤白テープ誘導です。  

・地図上の△はスタートフラッグの位置を示しています。  
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6.6.4.遅刻者への対応について  

・遅刻をした場合は係員にお申し付けください。  

・遅れて出走した場合も、フィニッシュ閉鎖の時間までに必ずフィニッシュを通過して  

ください。 

 

 

6.7 フィニッシュ  

・最終コントロールからフィニッシュまでは赤白テープ誘導です。  

・パンチングフィニッシュです。  

・フィニッシュ閉鎖は 14:00 です。必ずこの時間までにフィニッシュを通過してくださ 

い。閉鎖後の計時は一切行いません。  

・フィニッシュ後は係員の指示に従って会場へ戻ってください。フィニッシュから会場  

までは係員の指示に従ってお戻りください。  

・会場へ戻ったら、速やかに計算センターを通過してください。SI カード、レンタルさ 

れたコンパスはこちらで回収いたします。コンパスの返却と引き換えにお預かりした  

保証金を返金いたします。  

※Extra クラスを走る方は、引き続き同じ SI カードを使用していただきます。返却せ  

ずに Extra クラス出走までお持ちください。  

 

 

6.8 パンチングシステム 

6.8.1 SI について 

・本大会ではすべてのクラスで SI（スポーツアイデント社電子パンチシステム）を使用  

します。 

・競技者は、SI カード（チップ）を指にはめて競技します。コントロールに着いたら、 

コントロール上部にあるステーション（パンチ台の上の機械）の穴に挿し込んでくだ  

さい。これによってコントロールを通過したことが SI カードに記録されます。正常に  

作動したかどうかは、赤色の発光と「ピッ」という発信音によって確認できます。 発 

光と発信音が確認されない場合、コントロールに設置されているピンパンチを使用し  

て地図のリザーブ欄にパンチをしてください。リザーブ欄がいっぱいになったときを  

除き、リザーブ欄以外にパンチがあっても通過とは認めません。ピンパンチを行った 

場合、計算センターでスタッフに申し出てください。  

 



6.8.2 ミスパンチについて 

・途中で誤ったコントロールのパンチが記録されていても、正しい順番で回ったことが  

確認できれば完走と認めます。従って、誤ったコントロールでパンチした場合でも、 

そのまま正しいコントロールに行ってパンチすれば問題ありません。  

 

7.Extra クラス、再入山 

・追加のレースとして Extra クラスを実施します。参加費は 400 円です。 

・当日申し込みも受け付けております。地図枚数には限りがありますので、可能な限り  

事前に以下のフォームから記入をお願いします。  

（https://forms.gle/M6FV4vDTzau43B5T6） 

・SI カードは、１本目のレースで使用したものをそのままお使いください。  

・スタートまでは地図誘導で徒歩約 10 分です。スタートまでの地図は本部でお渡しし  

ますので、申し込まれた方は取りにお越しください。競技用の地図は誘導地図と引き 

換えにスタートでお渡しします。  

・競技開始は 14:00 です。フリースタートです。各自で自由にスタートしてください。  

クリアとチェックを忘れずに行い、スタートステーションにパンチしてスタートして  

ください。スタートステーションにパンチしたタイミングで計時が開始します。  

・スタートのそばに配布用コントロール位置説明表が置いてありますので、ご自由にお  

取りください。  

・スタート閉鎖は 15:00、フィニッシュ閉鎖は 15:30 です。 

・Extra クラスの競技開始と同時にテレインへの再入山を許可します。全コントロール  

 図を購入して回っても構いません。再入山は受付不要です。レースの復習等に利用し  

てください。15:30 までに会場に帰ってきて下さい。  

 

 

8.注意事項 

・公式掲示板は当日 11:00 に Japan-O-entrY にて公開します。 

※印刷されたものを会場にも掲示しますが、人の密集を避けるためなるべくオンライン  

でのご確認をお願いします。  

・本大会出場予定の者のオリエンテーリング目的での O-Map「淡路島国営明石海峡公  

園＋夢舞台」範囲内への立ち入りを、本大会開始まで禁止いたします。  

・会場内への O-Map「淡路島国営明石海峡公園＋夢舞台」及び該当区域の地図の持ち  

込みを禁止します。ただしこのプログラムの持ち込みは許可します。  

https://forms.gle/M6FV4vDTzau43B5T6


・地図に表記されている立ち入り禁止区域には絶対に立ち入らないでください。立ち入  

りが発覚した場合、当該選手は失格となります。  

・ピン付きシューズの使用を禁止します。  

・肌を露出しない服装を推奨します。  

・競技中に公園の入出場ゲートを通過する場合があり、当該地点には監視員を配置して

おりますが、立ち止まる必要はありません。  

・公園内にいる一般の方との接触等は重大な事故になる可能性があります。競技中は注  

意してください。  

・参加者がご自身、第三者に対して与えた損害、損失について主催者、主管者は一切責  

任を負いません。  

・傷害保険には加入しますが、補償には限度がありますので、各自お気を付けください。  

・会場は青空会場です。各自熱中症対策、また雨天時の対策を行ってください。  

・参加者同士の間隔を空け、荷物置きの確保をお願いします。  

・ごみは各自でお持ち帰りください。  

 

 

9.大会中止の連絡について 

悪天候等で本大会を中止する場合、当日 6 時半までに大会ＨＰに掲載するとともに、関 

西学連メーリングリストにて連絡させていただきます. 

[大会 HP]  http://www.orienteering.com/~uofj/kansai/index.php?blogid=8&catid=34&itemid=1601  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問い合わせ先  

ご不明な点、ご質問等ありましたら下記のアドレスへの連絡をお願い致します。  

主管者連絡先： 2020kansaisprint□googlegroups.com（□→＠）  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


